
介護職員・看護師募集!!
　　　　　　　　　（正社員・パート）

日勤　 8：30～　17：30
夜勤　16：30～翌 9：30

介護正社員：16.8万円～＋手当    
パート：時給956円～＋手当

※勤務時間応相談、Wワーク可。
※無資格応相談、ヘルパー2級以上、
　介護福祉士有資格者歓迎 

有料広告

勤務時間

処遇改善手当（2か月に1回）
夜勤手当　4,500円/回
資格手当　　など

別途手当

給　与

〒258-0113
足柄上郡山北町山北1861-1
小規模多機能型居宅介護施設 すずらん
   グループホーム アミーゴ

TEL：0465-20-3340
　担当：小宮山／高橋

是非、お気軽にご連絡ください。

とれたて山ちゃん　夏の収穫祭
　「とれたて山ちゃん」では、恒例の夏祭りを行
います。暑い夏に負けないおいしい品物がたくさ
ん並びますので、皆さんで山ちゃんにお越しくだ
さい。お待ちしています。

日　時　7月28日（土）、29日（日）
　　　　9：00～17：00
出品物　とうもろこし（生・ゆで）、スイカ、手づくり 
　　　　コロッケ＆ちらし寿司、その他加工品や夏野菜
※ご来店の方には、手作りの冷たい「梅ジュース」

を無料で差し上げます。
問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」　
　　　　（☎75－3026）

学校閉庁日について
　山北町立小・中学校に勤務する教職員の働き方
改革をすすめるため、今年度の夏季休業期間から
学校閉庁日を設定することとしました。ご理解、
ご協力をお願いします。

閉庁日　8月13日（月）～15日（水）
※来年度以降も8月13～15日の3日間を学校閉庁

日とします。この期間に土・日曜日が含まれて
いても、振替日は設けません。

学校の　期間中は、日直を配置せず、原則として 
業　務　すべての業務及び部活動を含む教育活動 
　　　　は行いません
緊　急　学校閉庁日の期間中の緊急連絡は、学校 
連絡先　教育課教育班（☎75－3648）

道路上に設置した乗り入れ（段差解消）
ブロックなどの撤去についてのお願い
　敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れ
ブロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを
公道上に設置することは、歩行者や自転車・バイ
クの転倒事故につながる可能性があり、大変危険
です。安全な通行のために、乗り入れブロックな
どの撤去をお願いします。

・乗り入れブロックなどが原因で歩行者や自転車
などの事故が発生した場合、設置者が責任を問
われることがあります。

・車庫への出入りなどのために段差を解消したい場
合、道路法第24条の規定に基づく施工承認を受け
れば、費用自己負担で歩道の切り下げ工事を行う
ことができます。詳細は、お問合せください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
母なる川　酒匂川フォトコンテスト　写真募集
　酒匂川水系の美しさと環境保全の大切さを伝える
ため、酒匂川水系を題材にした写真を募集します。

応募期限　9月7日（金）まで（必着）
応募方法　役場環境課などで配付する応募用紙に

必要事項を記入し、郵送または持参し
てください

※入選された方は、ネガやデータなどの提出をお
願いします。

※詳細については、お問合せください。
問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会事務局
　　　　　（小田原市環境保護課内）（☎33－1481）

日本の滝百選“洒
しゃすい

水の滝祭り”
　洒水の滝祭りが開催されます。暑さ厳しい夏の
1日、洒水の滝で心も体もリフレッシュしません
か。皆さんぜひお越しください。

日　時　7月22日（日）9：45～　※雨天決行。
場　所　洒水の滝周辺及び滝不動尊境内（常実坊）
内　容　1．式典（滝開き式など）
　　　　2．太鼓競演（洒水太鼓、八

や し お
潮太鼓（品川

区）、駿河の国鼓
こ た ろ う

太郎（小山町））
　　　　3．洒水の火祭り
　　　　4．ふれあい大会
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）
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平成30年度自衛官等募集案内
募集種目 資　格 受付期間（締切日必着） 試験期日

防衛大学校学生

一般 高卒（見込含）
21歳未満

9月5日（水）
～28日（金）

1次　11月 3 日（土・祝）・4日（日）
2次　12月11日（火）～15日（土）

総合
選抜 同上 9月5日（水）

～ 7 日（金）
1次　 9 月22日（土）
2次　10月27日（土）・28日（日）

推薦 同上（学校長が
推薦できる者）

9月5日（水）
～ 7 日（金） 9月22日（土）・23日（日・祝）

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含） 　 
21歳未満

9月5日（水）
～28日（金）

1次　10月27日（土）・28日（日）
2次　12月12日（水）～14日（金）

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）
高卒（見込含）　

21歳未満
9月5日（水）
～28日（金）

1次　10月20日（土）
2次　12月 1 日（土）・2 日（日）

航　空　学　生
航空 高卒（見込含）　

21歳未満 7月1日（日）
～ 9月7日（金）

1次　 9 月17日（月・祝）
2次　10月15日（月）～21日（日）
3次　（航空）11月17日（土）～12月20日（木）
　 　 （海上）11月22日（木）～12月19日（水）海上 高卒（見込含）　

23歳未満

一 般 曹 候 補 生 18歳以上
27歳未満

7月1日（日）
～ 9月7日（金）

1次　 9 月21日（金）～23日（日・祝）
2次　10月12日（金）～17日（水）
※いずれか1日が指定されます。

自衛官候補生
男子 18歳以上

27歳未満
年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。 受付時にお知らせします

女子
※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）小田原市栄町1－14－9　NTビル3F

山北つぶらの公園で夏の星座や土星を観察しよう！
日　　時　8月5日(日) 19：30～20：30
※予備日8月11日（土・祝）。予備日が悪天候の場合は中止。
場　　所　山北つぶらの公園　駐車場
内　　容　夏の星座や土星などの惑星を観察
対　　象　一般（中学生以下は保護者同伴）
定　　員　40名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料
申込み期間　7月17日(火)～31日(火)まで
申込み方法  公園管理事務所へ直接又は電話、FAX

でお申込みください
※月曜日休園（月曜日が祝日の場合はその翌日）。
問 合 せ　山北つぶらの公園管理事務所
　　　　　(☎75－0570　FAX 75－0571)

第37回青色申告「小学生の税の書道展」作品募集
　小田原青色申告会主催「小学生の税の書道展」
は、税務署・県税事務所・県西地域2市8町、個
人事業主や企業など、多くの皆さんの後援を受け
て、今年で37回目の開催となります。応募者全員
に参加賞もありますので、ぜひご応募ください。

対　　象　小学生
応募締切　9月3日（月）
応募方法　各小学校に配付した台紙に作品を貼っ

て、学校へ提出してください
問 合 せ　青色申告会事務局（☎24－2613）

山北町歌謡連盟カラオケ発表会
　今年も、精進された歌謡をお聞きください。皆
さんのご来場をお待ちしています。

日　時　7月29日（日）10：00開演
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
入場料　無料
問合せ　歌謡連盟会長　佐

さ と う
藤　公

きみかず
一（☎75－1471）

上級救命講習を行います
日　　時　8月5日（日）9：00～18：00
場　　所　小田原市消防本部2階　講堂
対　　象　中学生以上の方（小田原市、南足柄市、
　　　　　中井町、大井町、松田町、山北町、開 
　　　　　成町に在住・在勤・在学の方優先）
内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いに

傷病者管理、異物除去、搬送法、熱傷
の手当てなどを加えた応急手当全般

定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
受 講 料　無料
申込み期限　7月26日（木）まで
申込み方法　電話予約後、申請書を最寄りの消防署
　　　　　へ直接提出してください
問合せ申込み  小田原市消防本部救急課　(☎49－4441)
※詳細は、小田原市消防本部ホームページをご覧ください。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）
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　県西地域2市8町（小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町）では、
交流活動の一つとして、公共施設の無料チケットを作成しました。夏休み期間中（7月21日～8月31日）に、小・中学生
のみなさんがチケットを切り取って持っていくと、施設の入場料などが無料になりますので、ぜひご利用ください。
※チケット1枚で1施設1名が無料になります。※コピー不可。　問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

公共施設無料チケット

開場時間 チケット有効
期間中の休み 通常料金 所在地・電話 備　　考施設名市町名

山
北
町

小
田
原
市

南
足
柄
市

＊有効期限＊
平成30年7月21日～平成30年8月31日

※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

＊有効期限＊
平成30年7月21日～平成30年8月31日

※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町
平成30 年度 平成 30 年度

健康福祉センター
さくらの湯

10:30～21:00
一般 　　400円
3歳～中学生200円

（2時間利用可）
山北1971-2

（☎75-0819）
※運動浴室も利用できます。
　（利用の際は、水着、水泳
　  キャップが必要です。）

パークゴルフ場 9：00～18：00
(受付16:30まで)

一般 200円
中学生以下 100円
（1回18ホール）
用具レンタルは無料

山北3313-4
（☎75-3789）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の
　同伴が必要です。

木曜日

水曜日

無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット 無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット

小田原城
天守閣

小田原城
歴史見聞館

常盤木門
SAMURAI館

いこいの森
（木工芸体験教室）

尊徳記念館

小田原文学館

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム）
小田原アリーナ
（サブアリーナ）

一般 500円
小・中学生
 200円

一般 300円
小・中学生
 100円

一般 200円
小・中学生
  60円

教室参加料
 200円
一般 200円
小・中学生
 100円
一般 250円
小・中学生
 100円
トロピカルドーム
一般 200円
小・中学生100円
高校生以上300円
小・中学生100円

（1回で2時間利用可）
9:00～21:30

城内6-1
（☎22-3818）

城内6-1
（☎22-3818）

9:00～17:00
(入館16:30まで)

9:00～17:00
(入館16:30まで)

城内3-71
（☎22-3818）

※土・日曜日、祝日、8月13日（月）
　～17日（金）は9:00～19:00
　(入館18:30まで)

9:00～17:00
(入館16:30まで)

久野4294-1 
（☎24-3785）

※入園料は無料です。

9:00～17:00
(入館16:30まで)

栢山2065-1 
（☎36-2381）

9:00～17:00
(入館16:30まで)

南町2-3-4 
（☎22-9881）

9:00～17:00
(9:00～16:30)

久野3798-5 
（☎34-2814）

中曽根263
（☎38-1144）

※バスケットボール、バドミントン、
　卓球の個人利用のみ利用可能です。
※ボールなどの用具類・体育館
　履きは持参してください。

9:00～18:00
(入館17:30まで)

御幸の浜
プール

一般 250円
４歳～中学生
 100円

9:00～17:00 本町3-15-15 
（☎22-6080）

※大会などで利用できない場合
　があります。

※別館の白秋童謡館は、７月２６日
　（木）まで休館となります。

※耐震改修のため、8月1日（水）
　から休館となります。

※材料費は有料です。

なし

なし

なし

なし

なし

なし

臨時休館日あり

月曜日
（祝日の場合は翌日）

第4月曜日

体育センター
温水プール

9:30～20:30
一般 550円
小・中学生
 110円

和田河原1030
（☎72-1171）

体育センター
総合体育館

9:00～21:00
一般1時間160円
小・中学生1時間
　　　  30円

和田河原1030
（☎72-1171）

※幼児（無料）は保護者の方の
　同伴が必要です。

※バドミントン、卓球の個人利用
　のみ利用可能です。
※ラケットなどの用具類・体育
　館履きは持参してください。

月曜日・
8月14日（火）

月曜日・
8月14日（火）

☆夏休み特別企画☆
小・中学生の小・中学生の小・中学生の

足柄森林公園
丸太の森

9:00～17:00
中学生以上 440円
小学生 330円
園児 110円

広町1544
（☎74-4510）なし
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施設名

箱根町立
郷土資料館 9:00～16:30

一般 200円
小・中学生
 100円

湯本266
（☎0460－85－7601）
教育委員会生涯学習課郷土資料館

※小・中学生（個人）は土・
　日曜日、祝日に限り無料
　です。（チケット不要）
※入館・入場は閉館時間の
　30分前までとなります。

箱根町立
森のふれあい館 9:00～17:00

箱根
ジオミュージアム 9:00～16:00

一般（中学生含む）
 650円
小学生 400円

100円

箱根381-4
（☎0460－83－6006）

箱根関所 9:00～17:00
一般（中学生含む）
  500円
小学生 250円

箱根１
（☎0460－83－6635）

仙石原1251
（☎0460－83－8140）

箱
根
町

中川一政美術館

遠藤貝類博物館

9:30～16:30
(入館16:00まで)

9:30～16:30
(入館16:00まで)

10:00～17:00
(入館16:00まで)

一般　　　600円
小学生～高校生 350円

一般　　　300円
小学生～高校生 150円

真鶴1178-1
（☎68-1128）

真鶴1175-1
（☎68-2111）

真
鶴
町

湯河原海浜
公園プール

一般 500円
小・中学生
 300円

9:00～17:00
(入場16:30まで)

門川11
 （☎63-0480）

湯
河
原
町

●山北町健康福祉センターさくらの湯
●山北町パークゴルフ場
●小田原城天守閣
●常盤木門SAMURAI館
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森（木工芸体験教室）
●尊徳記念館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン（トロピカルドーム）
●小田原アリーナ（サブアリーナ）
●南足柄市体育センター温水プール
●南足柄市体育センターバドミントン・卓球
●足柄森林公園丸太の森
●広町パークゴルフ場
●大口河川敷パークゴルフ場

●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館バドミントン・卓球
●寄七つ星ドッグラン
●寄清流マス釣り場
●川音川パークゴルフ場
●西平畑公園ふるさと鉄道
●健康福祉センター健楽の湯
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●箱根関所
●箱根町立森のふれあい館
●箱根ジオミュージアム
●中川一政美術館
●遠藤貝類博物館
●お林展望公園パークゴルフ場
●湯河原海浜公園プール

広町パークゴルフ場 9:00～17:00
(受付16:30まで)

一般 200円
中学生以下
 100円

広町231
（☎71-0880）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の同伴
　が必要です。

大口河川敷
パークゴルフ場

9:00～17:00
一般 220円
中学生以下
 110円

班目1548-1先
（☎72-3688）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の同伴
　が必要です。

南
足
柄
市
郷土資料館 9:00～16:30

一般　400円
小・中学生
 200円

寄七つ星
ドッグラン 9:00～17:00 18歳以上 300円

3歳～17歳 200円

広町1544
（☎73-4570）

中井中央公園
パークゴルフ場

9:00～18:00
高校生以上
 1回200円
中学生以下
 1回100円

比奈窪580
（☎81-3893）

※貸し靴は1回50円です。
※小学2年生以下は利用できません。

※入園料のみ無料となります。
　犬はチケット対象外のため
　有料です（1頭400円）。

※12歳未満は保護者の同伴が
　必要です。
※3歳未満は無料です。

中
井
町

大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人利用）

9:00～21:30
(小・中学生だけの
 利用は17:00まで）

一般 200円
小・中学生 100円

（1回で2時間利用可） 

金子1970
（☎82-9799）

※ラケットなどの用具類・体育館履きは
　持参してください。（裸足は利用不可)
※利用状況により使用できない場合
　があります。

大
井
町

松
田
町

寄清流
マス釣り場

8:00～17:00
チケット利用によ
り、釣り池で釣れ
た魚1匹無料

寄5573
（☎89-2321）

寄5605
（☎89-3113）

開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場

6:00～19:00
(受付17:30まで)

一般 100～300円
中学生以下50～150円

（料金はコース数に
  よって異なります）

３時間利用
12歳以上 500円
12歳未満 100円
65歳以上 200円

吉田島2710
（☎83-1331）

※小学2年生以下は利用できません。
※小・中学生は、高校生以上の方の同伴が必要です。
※１０月以降の開園時間は８：３０～１７：００。

※小学生以下は保護者の方の
　同伴が必要です。

※小学生同士の入場は16:00
　までとなります。

※別途さお・えさ代500円が必要です。
※道具の持ち込みはできません。
※２匹目から有料となります（1,600円/kg）。

開
成
町

チケット対象施設
●山北町健康福祉センターさくらの湯
●山北町パークゴルフ場
●小田原城天守閣
●常盤木門SAMURAI館
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森（木工芸体験教室）
●尊徳記念館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン（トロピカルドーム）
●小田原アリーナ（サブアリーナ）
●南足柄市体育センター温水プール
●南足柄市体育センターバドミントン・卓球
●足柄森林公園丸太の森
●広町パークゴルフ場
●大口河川敷パークゴルフ場

●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館バドミントン・卓球
●寄七つ星ドッグラン
●寄清流マス釣り場
●川音川パークゴルフ場
●西平畑公園ふるさと鉄道
●健康福祉センター健楽の湯
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●箱根関所
●箱根町立森のふれあい館
●箱根ジオミュージアム
●中川一政美術館
●遠藤貝類博物館
●お林展望公園パークゴルフ場
●湯河原海浜公園プール

チケット対象施設

開場時間 チケット有効
期間中の休み 通常料金 所在地・電話 備　　考市町名

火曜日

なし

月曜日

月曜日
（祝日の場合は翌日）

第4月曜日

火曜日

なし

川音川
パークゴルフ場

9:00～17:00
（受付16:30まで）

1回9ホール
 50円
用具レンタルは無料

松田惣領885
（☎83-3331）

松田惣領17-2
（☎84-1196）

※雨天休場。
※小学2年生以下は利用できません。
※小・中学生は、高校生以上の方の同伴
　が必要です。

月・木曜日
（祝日の場合は翌日）

月曜日
（祝日の場合は翌日）

西平畑公園
ふるさと鉄道
健康福祉センター
健楽の湯

10:35～15:35
（土・日曜日、祝日のみ）

中学生以上 300円
3歳～小学生
 200円

松田惣領2951
（西平畑公園内）
（☎84-0303）

※雨天時は運休となります。
※雨がやんだ後もレールが濡れてい
　る場合は運休となりますので、運行
　状況をご確認ください。

月～金曜日

木曜日

なし

水曜日
（祝日の場合は開館）

木曜日

お林展望公園
パークゴルフ場

9:00～16:00
(受付15:00まで)

一般（高校生以上）200円
子ども（中学生以下）100円

（1人1回18ホール分の料金）

真鶴1178-1
（☎68-5501）

なし

なし

（行事・天候などによ
  り、休場の場合あり）



6月の入札結果
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

都市整備課 平成30年度　町道茱萸ノ木松原先線
用地測量業務委託

株式会社技研コンサ
ルタント 4,525,200円 4,266,000円

都市整備課 平成30年度　川村用水路モニタリン
グ調査業務委託

アジア航測株式会社
神奈川支店 2,516,400円 2,138,400円

上下水道課 平成30年度　向原地区（安洞）公共
下水道整備工事 株式会社荻野工業 13,392,000円 12,830,400円

上下水道課 平成30年度　向原地区（安洞）配水
管布設替工事 みらい設備 4,384,800円 4,158,000円

定住対策課 平成30年度　町営水上住宅解体撤去
工事 株式会社荻野工業 10,994,400円 10,584,000円

定住対策課 平成30年度　町営原耕地住宅環境整
備（外装）工事 今泉建設株式会社 9,374,400円 8,856,000円

定住対策課 平成30年度　町営原耕地住宅環境整
備（外装）工事監理業務委託

有限会社中津川建築
設計コンサルタント 928,800円 918,000円

学校教育課 山北町立小中学校給食調理業務委託
（長期継続契約）

ハーベストネクスト
株式会社 110,473,200円 104,976,000円

学校教育課 平成30年度　山北町立三保小学校空
調機器整備工事 加藤電気 9,050,400円 8,964,000円

学校教育課 平成29年度　山北町立川村小学校空
調機器整備工事（繰越明許） 株式会社イケダ電気 8,510,400円 8,478,000円

学校教育課 山北町立三保小学校タブレット
パソコン等賃貸借（長期継続契約）

株式会社JECC
営業本部 2,686,608円 2,527,200円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問合せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

わくわく自然教室に参加しませんか
日　　時　9月8日（土）　※雨天実施。
　　　　　開始9：30（受付9：00～）終了16：00
場　　所　中川バーベキューセンター
内　　容　川遊び、火おこし、野外炊事など
対　　象　町内在住の小学4～6年生
定　　員　30名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料（町負担で保険に加入します）
申込み期間　7月17日（火）～8月13日（月）まで
申込み方法　申込書に必要事項を記入し、生涯学習課へ

直接又はFAX、メールでお申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649　FAX75－3661）
　　　　　（メール gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

川村小学校環境整備作業ボランティアの募集
　川村小学校では、次の日程で環境整備作業を行い
ます。ご協力いただける方は7月31日（火）までに
学校にご連絡ください。また、軽トラックや鎌

かま
、草

刈り機などお持ちの方は当日ご持参ください。
日　　時　8月25日（土）8：00～10：30
※予備日8月26日（日）。
問合せ申込み　川村小学校　教頭（☎75－1142）

糖尿病公開講座「食事療法」・「運動療法」
日　時　7月25日（水）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　2号館　講義室
講　師　管理栄養士・理学療法士
※費用無料・予約不要。
問合せ　足柄上病院経営企画課（☎83-0351<代表>）

初歩のダンスステップ教室参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催で初歩のダ
ンスステップ教室を開催します。社交ダンスの基礎の
ステップを練習しながら頭と体をほぐしましょう。

日　時　8月5日（日）9：30～11：30頃（受付9：00～）
場　所　健康福祉センター1階　多目的室1
講　師　神奈川県ボールルームダンス連盟所属教師
　　　　瀬

せ と
戸　紀

き く え
久江　氏

定　員　30名
費　用　500円（会場代など）
持ち物　飲み物、タオルなど
※軽い運動ができる服装でお越しください。
申込み期限　7月30日（月）まで
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み  （☎75－0822）

❺



ママパパクラス
月　　日　8月4日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　妊婦とそのご家族
　　　　　・妊娠中の過ごし方[講話]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具
申 込 み　8月2日（木）
期 　 限　※託児を希望する方は、7月27日（金）まで。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　8月10日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター 2階　多目的室2

内　　容

　乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※乳房ケアは予約制です。原則先着4

名ですが、初めて受ける方・産後6
か月以内の方を優先します。申込み
開始は8月1日（水）からです。

費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
　　　　　　フェイスタオル2枚

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。
月　　日　8月7日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階404会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。
日　時　7月24日（火）14：00～16：00
場　所　役場4階　402会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」の職員が

お受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

俳句教室へのお誘い
　小・中学生を対象に俳句教室を開催します。参加
は無料で保護者の見学・参加も自由です。

日　時　8月4日（土）13：00～16：30
場　所　生涯学習センター　第1会議室
講　師　川

かわむら
村　研

け ん じ
治　氏

持ち物　筆記用具、色鉛筆、クレヨン、辞典など
申込み期限　7月25日（水）まで
問合せ　俳句クラブ　ことばと遊ぼう
申込み　中

なかやま
山　妙

た え こ
子（☎75－0154　FAX 75－0272）

大阪府北部地震災害義援金について
　町では、大阪府北部地震で被災された方を支援
するための義援金を募集しています。皆さんのあ
たたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場1階エントランスホール、清水・
設置場所　三保支所、健康福祉センター、生涯学

習センター
実施期限　9月14日（金）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

夏休みは美術館へ行こう!!
7月21日（土）～8月31日（金）は小中学生無料

町立湯河原美術館（☎63－7788）
こども鑑賞教室【美術館たんけん】
日　時　7月24日（火）
　　　　①10：30～11：30（小学1～4年生）
　　　　②14：00～15：00（小学5年生～中学生）
定　員　各20人（先着順）
申込み方法　町立湯河原美術館へ電話でお申込みください
※そのほか、「わくわくクイズラリー」や「思い出

づくりコーナー」などもあります。
基本情報　住所：湯河原町宮上623-1
　　　　開館時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　　　　休館日：水曜日（8月は無休）
　　　　入館料：大人600円　小・中学生300円
　　　　

❻

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
8月８日
（水）

 9：30、10：15、11：00　  　
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

対　　象　町内に在住の方　　　　　　　　　　　　　　　
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


